
「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」が始まっています。
ＫＰＣホームページからログインし、特別な優待内容をご覧ください。
●パソコンの場合は上のアドレスよりご登録してください。
●スマホからの場合は右のQRコードよりアクセスしてください。
●初回ログイン時にご利用の登録が必要です。※「いやしうぇぶショップ」への登録とは異なります。

発行●KPC （公財）京都中小企業振興センター 
京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階
TEL：075-255-6655　FAX：075-255-6644
営業時間●AM9：00～PM5：30　休業日●土曜・日曜・祝日

毎月20日発行　発行部数 23,000部 KPCホームページ「いやしうぇぶKPC」もご覧ください。
KPC 検索www.kpc.or.jp

ライフサポート倶楽部　

スポーツクラブのご紹介

答えて当てよう いいとこクイズ

創立50周年記念

ユニバーサル・スター・パーティ
8月5日（土） 開催！

第1回理事長杯
会員ゴルフコンペ
7月22日（土） 宮津カントリークラブで開催！

なび

京都ではたらく人々にライブな福利厚生を提案する会報誌　 vol.98
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ユニバーサル・スター・パーティユニバーサル・スター・パーティ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®

会場●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®　ステージ 33™

●大人（12歳・中学生以上）　●子ども（4歳～11歳・小学生）　●幼児（3歳以下）…無料ですがお申込みが必要です。
※料金に含まれるもの：当日限定スタジオ・パス、パーティ会場内でのお食事お飲み物（２時間フリードリンク制）、オリジナル・エンターテイメント・ショー、サービス料・消費税。

9,500円家族大人 6,500円家族子供 16,000円会員外
同伴者大人 13,000円会員外

同伴者子ども8,500円会員料  金  

200名（最少催行人数８０名、参加者多数の場合は抽選）定  数

●自由集合解散です。参加者には、事前に入場に必要なスタジオ・パスなどをお送りいたします。時間に合わせて会場にお集まりください。
　解散後はパークの営業が終了するまで存分にお楽しみいただけます。
●会場は指定席の予定です。その場合は、お申込順を優先して事務局にて決めさせていただきます。　●年間パスではご参加いただけません。
●荒天でパークの営業が中止にならないかぎり実施いたします。　●他の日の設定はございません。　●お申込みは専用の用紙でＫＰＣ事務局まで。

備  考

日時●8月5日土 8月5日土 12：00～14：00〈雨天決行〉

6月26日月 申込締切日 この日以降のお取消しはできませんので、
あらかじめご了解のうえお申込みください。

™ & ® Universal Studios.　All rights reserved. CR17-0976 / SA17-78J

ＫＰＣ創立５０周年を記念して、真夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパン®にて、
ＫＰＣ会員のためだけのステージパーティを開催いたします！
　一般の方が入れない限定エリアへKPC会員の皆様をご案内いたします。会場ではエンターテイナーが
存分に皆様を楽しませてくれます。真夏の会場はランチの席を確保するだけでも一苦労ですが、パーティ
会場ではゆったりとお食事を召し上がっていただけます。
　当日のパーティ時間の前後を自由に楽しんでいただけるスタジオ・パスもついています。夏真っ盛りの
パークをクローズまで遊び尽くしてください！

　一般の方が入れない限定エリアへKPC会員の皆様をご案内いたします。会場ではエンターテイナーが
存分に皆様を楽しませてくれます。真夏の会場はランチの席を確保するだけでも一苦労ですが、パーティ
会場ではゆったりとお食事を召し上がっていただけます。
　当日のパーティ時間の前後を自由に楽しんでいただけるスタジオ・パスもついています。夏真っ盛りの
パークをクローズまで遊び尽くしてください！



13FW
岩崎悠人選手

14MF
仙頭啓矢選手

26DF
下畠翔吾選手

31FW
大黒将志選手

22MF
小屋松知哉選手

29GK
永井建成選手

コナミスポーツクラブ
メニューNo.640107

あなたに合ったペースを選べる
料金プランをご用意しています！

コ・ス・パ
メニューNo.640120

スポーツをもっと愉快にしたい！
心と体の健康づくり空間！

ゴールドジム
メニューNo.640175

“Change Your Body,
Change Your Life.”

答えて当てよう いいとこクイズ！

皆様からのご意見は各種事業に反映させていただきます。

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●メール≪推奨≫
KPCモバイルサービス会員の方：
URL（毎月のメールに記載）からご応募ください

●FAX（075-255-6644）
専用のお申込用紙に必要項目と　❶クイズ
の答え　❷希望商品　❸KPCへのご意見　
を記入しお送りください※会員登録がまだの方は kpc@posh.jp に空メールを送り登録手続きをお願いします。

※会員登録するとモバイルサイト限定の賞品にも応募可能です。

ヒント：
東海道の西の起点だった場所

1名様
目元エステ（EH-CSW65-W白）
朝から晩まで頑張る目もとを、心地よく
たっぷりのスチームで集中保湿。お疲れ目の方へ。

京都サンガF.C.
サイン色紙

No.2 いこいの宿 たんば篠山 
新たんば荘
宿泊券 １泊２食付き

No.3

No.1

各
3名様

ペア
1組様

30名様

受付締切
5月8日（月）

Q擬宝珠が取り付けられた
この橋、何と呼ばれる橋
でしょう？

ぎぼし

QUOカード 
500円分

No.4

http://www.kpc.or.jp詳しくはいやしなびKPCへ！
多数の提携先があります

※会員特典内容は
変更となる場合が
ございます。
※ご利用方法等は、
いやしなびKPCを
ご覧ください。

会員番号（16桁）と
パスワードについて
は、こちらのQ R
コードを読み取って
ご覧ください▼

ロ
グ
イ
ン

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス

KPC会員専用メニューから「いやしなび
KPCライフサポート倶楽部」にアクセス

会員番号・パスワードを
入力してログイン

メニューカテゴリーより
「げんき」を選択

1 2 3 4

〈メニュー例〉

スポーツクラブのご紹介
木々の新芽も芽吹き、穏やかな暖かさを感じられる季節が到来。

いやしなび KPC ライフサポート倶楽部では、大手スポーツクラブとの提携メニューを豊富にご用意しています。
心地よい毎日は楽しく体を動かすことから！ あなたもはじめてみませんか？

※16桁の会員番号とパスワードが
　必要です。



びわ湖クルージングチケット

※イメージ画像

世界最高の写真家集団パリ・マグナム創立70周年
PARI MAGUNUM パリ・マグナム写真展

ガーデンミュージアム比叡 入園引換券

1 6月29日まで 5月18日まで

9月21日まで 11月16日まで

2018年3月31日まで

　激動の20世紀を最前線で見つめ続け、２１世紀の現代にお
いては現在進行形の歴史をとらえ続けるマグナムの写真家た
ちの豊穣なイメージから写真表現の豊かさもご覧いただけます。

　チューリップ、睡蓮、初夏に見頃を迎えるバ
ラ。山頂に咲き誇る花々と陶板で再現した印
象派絵画の世界へようこそ。

●会期：7月1日（土）～9月18日（月祝）  ●会場：京都文化博物館
休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）※ただし、7/24は臨時開館
開室時間：10：00～18：00※金曜日は19：30まで（入場は閉室の３０分前まで）

※身障者手帳をお
　持ちの方と付添い
　の方１名は無料。
　（要証明）
※2・3階総合展示と
　フィルムシアターも
　ご覧いただけます。

65

1 締切：5月8日 締切：5月12日

3 よるよる新喜劇 よるよる演芸

（通常8,300円）7,800円S　席

865 7 宝塚歌劇団　月組公演 
三井住友VISAカード シアター　
浪漫活劇（アクション・ロマネスク）

『All for One』～ダルタニアンと太陽王～
[出演]珠城りょう、愛希れいか 他
●日時：
7月30日 （日）11：00
8月　4日（金）13：00
 8日 （火）11：00
 12日 （土）11：00

●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚
　※会員おひとり1公演2枚まで
●締切：5月8日

桂南光 独演会

（通常3,000円）2,000円全席指定

　テレビでおなじみ
の桂南光が、八幡で
初めて行う独演会。
●日時：6月24日（土）
14：00

●会場：
八幡市文化センター

　小ホール
●定数：20枚
●締切：5月11日
※未就学児不可 

4

●日時：5月18日（木）19：00 ●定数：20枚  
●会場：よしもと祇園花月 ●締切：5月1日
[出演]スーパーマラドーナ、モンスターエンジン、
とにかく明るい安村、おいでやす小田、学天即、
ヘンダーソン、チャンバラチャンネル、モンブラン 
※出演者は変更になる場合がございます。

●日時：5月17日（水）18：30 座長：すっちー
23日（火）19：00 座長：内場勝則
31日（水）19：00 座長：川畑泰史

●会場：
　よしもと
　祇園花月 
●定数：各20枚
●締切：5月1日 

2 プリペイド・ギフトカード（KFCカード）

©宝塚歌劇団　
photo by Leslie Kee

「凱旋門」1952年　ロバート・キャパ　
©RobertCapa/international Center of 
Photography/Magnum photos

　2017年2月20日（月）オープン!ホテル最
上階に満ちる京の美意識。フレンチの口福感
とイタリアンの軽やかさ。ふたつの魅力を重
ねる「京キュイジーヌ」を、最上階からの古都
京都の眺めとともにお召し上がりください。
●有効期間：～9月30日（土）まで 
　除外日：5/3～5/6、8/16

●場所：ホテルグランヴィア京都 コトシエール 
営業時間：昼11：30～15:30（14：30ラストオーダー）

夜17：30～22：30（21：30ラストオーダー）

43 ホテルグランヴィア京都 「コトシエール」

（当日1,000円）500円一　般

（当日600円）300円大高生

（当日300円）200円中小生

　ベルギーやその周辺地域において幻想的な世界を創り
出した一連の流れ、およそ500年にわたる「奇想」ともい
える系譜を、16世紀のフランドル絵画から、19世紀の象
徴派、そして現代のコンテンポラリー・アートの作品にいた
るまで、国内外の優れたコレクションによって紹介します。
●会期：5月20日（土）～7月9日（日）  
●会場：兵庫県立美術館 開館時間：10：00～18：00 
※金・土曜日は20：00まで（入場は閉館30分前まで）休館日：月曜日

（当日1,500円）1,000円一　般

（当日1,100円）800円大学生

（当日3,900円）3,400円ランチ
コースB

（当日10,000円）9,500円ディナー
コースC

※1ドリンク付（ホテル指定の中より）

2

　全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用
いただけるプリペイドカードです。（特殊店舗は除く）
チャージすることで繰り返しご利用いただけます。
3000円分ご利用いただける状態でお渡しします。
●有効期間：2年間 店頭で利用またはチャージでさらに2年間延長。
　お届けは5月末予定。
●定数：200枚 会員おひとり２枚まで。お申込み多数の場合は抽選。
※お釣りは出ません。※１０円単位で使用できます。
※事務局での販売はございません。
※抽選となった場合当選者にのみご連絡いたします。
※オークションサイトなどへの転売は固くお断りいたします。

ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで

（当日2,700円）　1,500円メルシー
プラン

●有効期間：～平成30年2月28日（水）
※コースにより運航期間が異なります。運航スケジュールの詳細
　は予約センターにお問い合わせください。
●あっ旋期間：平成30年1月31日まで
お問い合わせご予約は 琵琶湖汽船㈱予約センター
（9：00～17：00） TEL077-524-5000 750円小　人

（小学生）

1,500円大　人
（中学生以上）

●有効期間：～11月19日（日）
　営業時間：10：00～17：30（入園は17：00まで）
●場所：ガーデンミュージアム比叡

※ガーデンミュージアム比叡の大人お1人様の入園料と比叡
　山ドライブウェイの通行料（田の谷峠ゲート～比叡山頂［往復］）
　がセットになったお得なプラン。軽・小型乗用車のみ適用。
※未就学児無料（当日1,030円）500円大人（中学生以上）

（当日   515円）100円子供（小学生）

［入園券］

［メルシープラン・チケット］

（3,000円分使用可能）2,700円１枚

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー夢の３大バレエ～名場面集～
「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の
美女」より名場面ハイライト
●日時：8月6日（日）
①12：30PM開演（12：00PM開場）
②3：00PM開演（2：30PM開場）

●会場：ロームシアター京都 メインホール
●定数：30枚 ●締切：5月8日 ※3歳以下入場不可
※4歳以上有料  ※公演時間：１時間30分予定
※演奏は特別録音音源を使用

（通常3,800円）3,500円全席指定／
消費税込み

（当日2,700円）1,800円全席指定 （当日2,700円）1,800円全席指定

城陽市市制施行45周年記念事業
よしもとお笑いライブin城陽2017

[出演]中川家、ロバート ほか
吉本新喜劇（すっちーほか）
●日時：7月8日（土）
　12：30/16：00
●会場：文化パルク城陽 

プラムホール
●定数：各20枚
●締切：5月10日 
※5歳以上有料。4歳以下は膝上
　無料、お席が必要な場合は有料。

（通常4,000円）3,500円全席指定

　ミシガンクルーズと竹生島クルーズにご利用い
ただけるチケットです。下記のコースが対象です。
[ご利用いただけるコースと通常料金] 
大津港よりミシガン80（普通） 大人2,780円／小人1,390円
大津港よりミシガン60（普通） 大人2,260円／小人1,130円
大津港よりミシガンナイト（普通） 大人2,980円／小人1,490円
大津港より冬期クルーズ（普通） 大人2,260円／小人1,130円
長浜港より竹生島クルーズ（往復） 大人 3,070円／小人1,540円
今津港より竹生島クルーズ（往復）  大人2,590円／小人1,300円
琵琶湖横断コース（長浜港⇔竹生島⇔今津港） 大人2,830円／小人1,420円

　あなたが一番好きなディズニーの物語は何
ですか？ディズニー・オン・アイス“Everyone's 
Story”は、その名の通り世代を超えた「みんな
の物語」をあなたの街にお届けします。

★コスチューム特典公演：チケットをお持ちでディズニー・キャラクターの全身コスチュームでご来場の方に、当日会場にて
オリジナル・グッズをプレゼント！ ※２歳以下のお子様は保護者１名につき１名様まで膝上無料。但し、お席が必要な場合は有料。
※お申込み順に予約します。確定後の変更はできませんのでご了承ください。チケットのお届けは７月中旬予定です。

©Disney, ©Disney/Pixar

（通常5,950円）5,600円
大人（中学生以上）
土日祝の夜

大人（中学生以上）
土日祝の朝昼

（通常5,950円）5,500円
大人（中学生以上）
平日の朝昼 （通常5,450円）5,000円

（通常4,950円）4,600円
こども（3歳～小学6年生）
土日祝の夜

こども（3歳～小学6年生）
土日祝の朝昼

（通常4,950円）4,500円
こども（3歳～小学6年生）
平日の朝昼 （通常4,450円）4,000円

大人（中学生以上）
平日の夜 （通常5,450円）4,900円 こども（3歳～小学6年生）

平日の夜 （通常4,450円）3,900円

8/5（土） 14：30 18：30
8/6（日） 10：30 14：30 18：30
8/7（月） 11：00 15：00
8/8（火） 11：00 15：00

11：00 15：00
11：00 15：00

10：30
10：30

14：30
14：30

18：30
18：30

10：30 14：30

公演日 公演時間
10：30

★

★
19：00

★

★

8/11（金・祝）
8/12（土）
8/13（日）

8/10（木）
8/9（水）

●日時：8月5日（土）～13日（日）
●会場：大阪城ホール 
●定数：全公演合計60枚まで

会員おひとり1公演、5枚まで

ディズニー・オン・アイス 
Everyone's Story 大阪公演

　嵐電1日フリーきっぷ・駅の足湯利用券・嵐山
グルメぐりクーポンをセットにしたお得な券です。
〈嵐山グルメぐりクーポン引換内容〉
※クーポンは①～⑧のうち3ヵ所ご利用いただけます。
①老松嵐山店・・・香果餅1個／②鼓月嵐山店・・・千寿せ
んべい2枚／③琴きき茶屋・・・桜餅1個／④峯嵐堂渡月
橋本店・・・わらびもち1皿／⑤タリーズコーヒー嵐電嵐山
駅店・・・本日のコーヒーまたはアイスコーヒー1杯／⑥ら
んでんや（嵐電嵐山駅）・・・バニラソフトクリーム／⑦嵯峨
野観光鉄道19世紀ホール・・・コーヒー1杯（オリジナル
カップ付）／⑧ジェリーズ・パイ・・・アップルシナモン

嵐電1日フリーきっぷセット券

（通常1,200円）（当日1,130  
～1,540円）

（当日2,260  
～3,070円）

800円一　般

ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》
1490-1500年頃　油彩・板　ラサロ・ガルディアーノ財団
©Fundación Lázaro Galdiano

※出演者が変更になる場合がございます。 ※撮影禁止。

Ticket Information 随時あっ旋 （お申込みごとにあっ旋させていただきます。制限枚数等、裏面の注意事項をお読みください）

Ticket Information 予約あっ旋 （締切日まで受付し取りまとめて発注いたします。定数を超えると抽選となる場合もあります）



会員ゴルフコンペ

日　　時：7月22日（土） 雨天決行。スタート時間はご参加決定時にお知らせいたします。
コ ー ス：宮津カントリークラブ（京都府宮津市下笹屋303番地　京都縦貫自動車道 与謝天橋立ICから約１６km）
参加料金：会員おひとり 9,000円　会員家族 10,000円　会員同伴者 12,500円
　　　　 （メンバー会員、ご家族おひとり 5,500円　会員同伴者 6,750円）
　　　　　※プレーフィー、昼食代（1,000円分）、パーティー費、消費税を含みます。

競技方式：18ホールズ　ダブルぺリア方式、セルフプレー
表　　彰：優勝、準優勝、第3位、飛び賞等、開催地宮津のご当地賞品も多数ご用意いたします。　　
参加資格：KPC会員とご家族、同事業所にお勤めの方。プレー・進行に支障のないスキルとマナーをお持ちの方。
　　　　　事業所にゴルフ部がある場合は、その旨ご記入いただきますと優先的に同組にさせていただきます。

募集人数：16組 64名（予定）　 
備考 ・1名～4名様でお申し込みください。  ・組合せのリクエストは受け付けますが、必ずしも確約とはなりません。
　　 ・キャンセルは7/10までにお知らせください。※7/10以降の返金はお受けできません。
　　 ・熱中症対策は各自で行ってください。・台風等荒天が予想されるなどコースがクローズになる場合は中止いたします。

申込締切日：6月16日(金) 専用のお申込用紙でKPC事務局までお申込みください。

ゴルフを趣味にされているKPC会員の皆様、ご自分の腕前を試してみませんか？
今夏、会員対象のゴルフコンペを開催いたしますのでお気軽にエントリーください。
コースは日本海への打ち下ろしが清々しい宮津カントリークラブです。

京都府

宮津市

　清水山は、饗庭野台地の南東部に位置します。
「国の史跡 清水山城館跡」があり、標高210ｍの山
頂から山麓にかけて山城や屋敷跡が残っています。
春にはトクワカソウ・オオイワカガミ等が咲き、山頂
から高島市中南部一体、琵琶湖対岸を一望できます。
眺望・歴史探訪・自然観察をゆっくり楽しみます。

●日程：5月14日（日）  ●集合時間：午前8時
●集合場所：JR京都駅中央改札口
●行程：約8km 約6時間 やや軽い一般向きコース
●準備物：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費：JR京都駅～新旭駅 1,940円 往復

●JR京都駅8：15発（新快速敦
賀行）▶JR新旭駅▶スポーツ
公園▶大荒比古神社▶地蔵谷
▶東屋敷／西屋敷▶清水山城
址▶山の駅▶稲荷山▶新旭駅

コース

滋賀県・清水城跡
ハイキングサークル

[ご注意]
●予約チケットは会員お1人様4枚まで。
　お申込み多数の場合は抽選となり、ご購入いただけない場合もございます。
※抽選となった場合は締切日以降約1週間後に当選者のみに連絡いたします。
　座席の指定・交換・キャンセルはできません。

●随時販売のチケットはあっ旋期間中はKPC事務局にて取扱いいたします。
枚数制限：会員お一人につき、映画鑑賞券は各チケット合計で月間5枚まで。映画以外のチケットは
　　　　　月間8枚まで。公演催事ごとに制限枚数を設けている場合はそちらを優先します。
●ご案内しているチケット等の金額は、補助金を差し引いた金額です。
●発送ご希望の場合、休前日は発送いたしません。また送付先は、事業所に限らせていただきます。

イベント・チケットお申込書 今月号掲載以外にも、常時あっ旋しているチケットがあります。詳細はKPCホームページをご参照ください。

企業番号

イベント／チケット名称 単　価 枚　数 ご希望日程が複数の
場合ご記入下さいご参加される会員名 ［　会員番号　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

所 在 地

イ ベ ン ト ・ チ ケ ッ ト 決 済 方 法 銀行振込
（事業所へ発送後）

コンビニ決済
（事業所へ発送後）※手数料120円／件

お 申 込
ご担当者名

企業名称
F A X

T E L

現　　金
（KPC事務局にて）

お申込み先：FAX＝075-255-6644　郵便＝〒604-8156京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階

初めてご参加の方のみ事務局までご連絡下さい。
お問合せはこちらまで

075-255-6655

加太温泉（シーサイドホテル加太海月）で旬の鯛御膳
バスツアー

●日程：5月21日（日）　●集合時間：8時15分
●集合場所：京都アバンティ前
●定数：30名（最少催行人数20名）　
●締切：5月8日

●京都駅南口（8：30）▶上鳥羽IC▶（休/岸和田SA）▶泉南IC▶〈11：20〉加太
温泉「シーサイドホテル加太海月」（昼食/鯛御膳）※温泉入浴可・・・「淡島神社」
（自由参拝）〈14：00〉▶「泉佐野漁協青空市場」（鮮魚等お買い物）〈15：45〉
▶泉佐野北IC▶鴨川西IC▶〈17：30予定〉京都駅南口着 

タイムスケジュール

8,500円会　　員

9,500円会員家族

10,500円会  員  外取扱旅行社 京都交通社

KPC
理事長杯
第１回第１回




